
 

 

平成２５年度事業報告書（平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日） 

 
１．	 事	 	 業  
（１）公益目的事業  

 
	 	 	 ①  税務知識の普及や納税意識の高揚を図る等の事業  
 

≪税知識の普及を目的とする事業≫ 
	 〔親	 	 会〕 

イ．「決算説明会」開催 
	 	 	 	 ａ．平成２５年１０月２５日(金) 

講	 師	 	 むつ税務署	 上席国税調査官	 鳴海晋也 氏 
場	 所	 	 まさかりプラザ	 ３階	 会議室 
参加者	 	 ４４名 
 

	 	 	 	 ｂ．平成２６年３月２６日(水) 
講	 師	 	 むつ税務署	 上席国税調査官	 鳴海晋也 氏 
場	 所	 	 むつ来さまい館	 １階	 イベントホールＢ 
参加者	 	 ３１名 
 

	 	 ロ．「役員税務研修会」開催 
	 	 	 	 ・	 平成２５年９月１２日(木) 

講	 師	 	 むつ税務署	 統括国税調査官	 髙林	 昇 氏 
場	 所	 	 むつグリーンホテル 
参加者	 	 １８名 
 

	 	 	 	 	 	 ハ．むつ税務署開催の『年末調整説明会』時に、県法連の委託を受け「年末

調整のしかた」を販売 
・	 平成２５年１１月１３日(水) 

場	 所	 	 下北文化会館 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 販売数	 	 １７冊 
 

	 〔中央支部〕 
・ 「経営・財務・税務講座」 

平成２６年３月１７日(月)  
講	 師	 	 税理士	 	 生沼寛隆 氏 
場	 所	 	 むつ来さまい館	 １階	 イベントホールＢ 

 参加数	 	 １６名 
 

	 	 	 	 	 〔北通支部〕 
・	 「会員税務研修会」開催 

	 	 	 	 	 平成２５年６月４日(火) 
講	 師	 	 むつ税務署	 統括国税調査官	 髙林	 昇 氏 
場	 所	 	 大間温泉海峡保養センター 
参加者	 	 １３名 

 



 

 
 

〔西通支部〕 
	 	 ・	 「会員税務研修会」開催 
	 	 	 	 	 平成２５年６月１０日(月) 

講	 師	 	 むつ税務署	 統括国税調査官	 髙林	 昇	 氏 
場	 所	 	 スパウッド観光ホテル 
参加者	 	 １１名 

 
〔東通支部〕 
	 	 イ．「会員税務研修会」開催 
	 	 	 	 	 平成２５年６月３日(月) 

講	 師	 	 むつ税務署	 統括国税調査官	 髙林	 昇	 氏 
場	 所	 	 むつグリーンホテル 
参加者	 	 １８名 

 
ロ．「消費税転嫁対策講習会」開催（主催 東通村商工会） 

	 	 	 	 	 平成２５年１１月２６日(火) 
講	 師	 	  
場	 所	 	  
参加者	 	 １０名 

 
	 	 	 	 	 〔青年部会〕	  

・	 「税金教室」開催 
ａ．平成２５年１１月１８日(月)	 大畑小学校６年生３３名を対象に実施 

講	 師	 	 柴田文彦部会長	  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 場	 所	 	 むつ市立大畑小学校 
 

ｂ．平成２５年１１月２５日(月)	 第一田名部小学校６年生６８名を対象
に実施 

講	 師	 	 柴田文彦部会長	  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 場	 所	 	 むつ市立第一田名部小学校 
 

※	 実施対象児童に「税の啓発マンガ本」配付 
○	 実施校に図書カード(１校当り２万円)贈呈	 

 
≪納税意識の高揚を目的とする事業≫ 
〔親	 	 会〕 
イ．『平成２５年度くらしと税展』において「税金クイズ」を実施 

平成２５年１０月５日(土)・６日(日) 
場	 所	 	 むつ来さまい館	 ２階	 ミニギャラリー 
参加者	 	 大人	 	 	 	 	 	 ２０３名 

※	 参加者にエコバック配付 
〔社会貢献事業の〈環境改善事業〉でもあ

る〕 
	 	 	 	 	 子供(児童以下)	  １３３名 

※	 参加者に「税の啓発マンガ本」配付 
○	 クリアーファイル・蛍光ペンを贈呈 

 



 

 
 

ロ．「ｅ－Ｔａｘ利用促進」活動 
・ 平成２５年１１月２２日(金) 

ホームページに「税に関するお知らせ等」のコーナーを新設し、

その中に〈ｅ－Ｔａｘ等に関するお知らせ〉を設けて、ｅ－Ｔａｘ

利用の利便性等を紹介している。 
 
	 	 	 	 	 〔女性部会〕 

・	 「税の絵はがきコンクール」の実施 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 応募依頼校等	 	 大畑小学校・第一田名部小学校の６年生の児童 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 応募作品	 	 	 	 １０１作品 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 優秀作品選考日	 平成２６年２月３日(月)	 ２０作品選定 

○  入選児童に図書カードを贈呈 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 応募児童全員にクリアーファイルと蛍光ペンを贈呈 
 

	 	 ☆  青森県法人会女性部会連絡協議会の選考会(入賞作品１０作品)で 
大畑小学校の三国胡葉さんと第一田名部小学校の渡辺那々葉さん

の作品が入賞 
 県内応募作品数	 １,０７０作品（２６校） 

 
	 	 	 	 	 	 	 	 ☆	 東北六県連女性部会連絡協議会の選考会(入賞作品１０作品)で 

大畑小学校の三国胡葉さんの作品が青森県法人会連合会会長賞を

受賞 
 

≪税制・税務に関する調査研究及び提言事業≫ 
	 〔親	 	 会〕 

イ．「税制に関するアンケート」の実施（全法連主管） 
	 	 	 	 	 平成２５年４月５日(金) 

アンケート発送先	 	 ３０会員法人 
 

	 	 ロ．「平成２5年度税制改正に関する提言」活動の実施 
・ 平成２５年１２月１９日(木) 
むつ市長・市議会議長への陳情 

	 	 	 	 	 	 	 参加者	 	 熊谷会長・山本副会長・村林副会長・宮川専務理事 
	 	 	 	 	 	 	 	 ※ 例年実施している県選出国会議員への陳情は、日程の調整が付かず中

止となっている。また、青森県知事・県議会議長への陳情についても

日程の調整が付かなかったため県法連で対応している。 
 
	 	 	 	 ≪その他≫ 
	 	 	 	 	 〔各 支 部〕 

	 	 ・	 広報･情報提供活動 
税協会報「納税 しもきた」配布 

 
 

②  地域企業の健全な発展に資する事業  
 
≪企業経営全般にわたる事項の研修会等事業≫ 
 



 

 
 
	 〔親	 	 会〕 

イ．「幹部社員スキルアップセミナー」開催（むつ商工会議所との共催） 
	 	 	 	 	 平成２５年９月６日(金)・１９日(木)・１０月２日(水) 

講	 師	 	 (株)セミナー青森	 吉田登氏・大竹辰也氏・齋藤雄一氏 
場	 所	 	 まさかりプラザ	 ３階	 会議室 
参加者	 	 １１名 

 
ロ．「中堅社員スキルアップセミナー」開催（むつ商工会議所との共催） 

	 	 	 	 	 平成２５年９月１１日(水)・２６日(木)・１０月１０日(木) 
講	 師	 	 (株)セミナー青森	 齋藤雄一氏・大竹辰也氏 
場	 所	 	 まさかりプラザ	 ３階	 会議室 
参加者	 	 １５名 

 
ハ．平成２５年１２月２４日、１１月１２日付で青森県に対して公益目的事

業内容変更の認定申請していた「インターネットによるセミナーの配信サ

ービス事業」の追加認定を受ける。 
 

	 〔中央支部〕 
イ．「経営・財務・税務講座」 

	 	 	 	 （上記①の≪税知識の普及を目的とする事業≫の中央支部実施分と同じ） 
平成２６年３月１７日(月)  

講	 師	 	 税理士	 	 生沼寛隆 氏 
場	 所	 	 むつ来さまい館	 １階	 イベントホールＢ 
参加数	 	 １６名 

 
ロ． むつ下北企業ガイド（ＣＤ）作成支援 

「 むつ下北企業ガイド 2013-2014 版」作成の支援 
 

〔西通支部〕 
・ 「事業承継セミナー」（主催 川内町商工会） 

平成２５年６月１９日(水)  
講	 師	 	  
場	 所	 	 川内町商工会 
参加数	 	 ４名 

 
 

③  地域社会への貢献を目的とする事業  
 
≪地域住民の文化・教養等向上や環境改善等に資する事業≫ 
〔親	 	 会〕 
・ 「経済講演会」開催	  

「日本のゆくえ	 ～地域活性化について語る～ 」 
	 	 	 	 	 平成２５年６月１２日(水) 

講	 師	 	 (株)三橋貴明事務所	 代表取締役 三橋貴明 氏 
場	 所	 	 むつグリーンホテル 
参加者	 	 ９９名 

 



 

 
 

〔大畑支部〕	  
・ 「むつ市長講演会」開催（主催 大畑町商工会） 

	 	 	 	 	 平成２５年１２月１２日(木) 
講	 師	 	 むつ市長	 宮下順一郎 氏 
場	 所	 	 おたふく（大畑町） 
参加者	 	 ３５名（大畑町商工会職員５名除く） 

 
〔青年部会〕	  
・  大曲３丁目広告塔設置兼はまなす植樹場所付近清掃・草刈り作業 

平成２５年８月８日(木) 
	 	 	 	 	 	 	 	 参加者	 	 ５名 

 
〔女性部会〕 
・	 節電啓発活動の実施 

ａ．平成２５年７月８日～８月１９日までの間に、夏の「いちごプロジ

ェクト」（全法連女性部会連絡協議会の節電啓発活動事業）〔「いちご」

のネーミングは、平成２３年夏の節電目標１５％「数字の１(いち)と５
(ご)」に由来している〕のパンフレットとツール(節電うちわ)を、各支
部を通して全会員宛に送付した。 

	 	 また、田名部祭りに、むつ青年会議所主催で実施された神輿祭りに、

節電うちわを２５０個提供し、節電を呼びかけた。 
ｂ．平成２６年１月６日～３月３１日までの間に、冬の「いちごプロジ

ェクト」パンフレットを、各支部を通して全会員宛に送付するととも

に、ホームページにも掲載し節電を呼びかけた。 
 

	 	 	 	 ≪地域住民等の生命や健康維持・向上に資する事業≫ 
〔親	 	 会〕 

	 	 ・ 「健康セミナー」開催 
	 	 	 	 	 	 テーマ「心の健康と快適職場づくり」 

平成２５年１２月３日(火) 
講	 師	   青森産業保健推進連絡事務所 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 労働衛生コンサルタント・保健師	 福原智子 氏 
場	 所 	  むつグランドホテル 
参加者	 	 ３８名 

 
〔女性部会〕 
・ 「健康教室	 ～もっと知りたい乳がん～ 」開催 

（主催 むつ下北がん患者会「ならは」） 
『講演会』 
	 ａ．「再発・転移のメカニズム」 
	 	 	 「手術後の再発・転移について自分で気を付けること」 
	 	 	 講	 師	 	 弘前大学附属病院	 乳腺・甲状腺外科 

	 西村顕正 氏 
	 ｂ．「アンジェリー・ジョリーの選択と受けた治療について」 
	 	 	 「ザンクトガレン会議と国際的動向」 
	 	 	 講	 師	 	 弘前市立病院	 乳腺外科 
 



 

 
 

	 長谷川善枝 氏 
	 	 	 	 	 平成２５年１０月１２日(土) 
	 	 	 	       場	 所	 	 下北文化会館 
	 	 	 	       入場者数	 ７１名 

 
 

④  公益共通事業  
 
	 ≪全国大会等事業≫ 

〔親	 	 会〕 
・ 「第３０回法人会全国大会 青森大会」に参加 

平成２５年１０月３日(木) 
場	 所	 	 リンクステーションホール青森 
	 	 	 	 	 	 懇親会々場	 ホテル青森 
参加者	 	 熊谷会長以下３７名 

 
	 	 	 	 	 〔各 支 部〕 

	 	 ・	 広報･情報提供活動 
「ほうじん」〔（公財）全国法人会総連合会誌〕・「みちのく」〔（社）青

森県法人会連合会報〕の配布（各４回） 
 

〔青年部会〕 
・ 「第２７回法人会全国青年の集い 広島大会」に参加 

平成２５年１１月７日(木)・８日(金) 
場	 所	 	 広島県立総合体育館 
参加者	 	 柴田部会長以下３名 

 
 
（２）会員支援等事業 (会員の親睦・交流及び会員企業の福利厚生等に資する

事業 ) 
	 	 	 ※	 総会や各会議・県法連関係事業終了後の交流会は除いて記載しております。 
 

≪会員支援事業≫ 
〔親	 	 会〕 
イ．会員に対する参考図書（「会社取引をめぐる税務」「源泉所得税実務のポ

イント」）無料送付 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 平成２５年１０月送付 

ロ．会員に対する参考図書（「会社役員のための確定申告実務」）無料送付 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 平成２６年１月送付 

ハ．会員に対する県法連提携施設である「ナクア白神スキー場利用券」送付 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 平成２６年１月送付 

ニ．平成２５年１０月３日開催の「第３０回法人会全国大会 青森大会」終了 
後の本会慰労会費用の補助等 

〔中央支部〕 
・ 「週刊 税のしるべ」購読会員法人に対する購読料一部補助 

	 	 	 	 	 	 平成２５年度の購読会員企業	 	 １５社 
 



 

 
 
 
	 	 	 	 ≪会員親睦事業≫ 

〔親	 	 会〕 
・	 「感謝の集い」開催 

平成２５年１２月３日(火) 
場	 所	 	 むつグランドホテル 
参加者	 	 ４２名 

 
〔青年部会〕 
・	 厚生制度保険説明会後に「新年会」を開催 

平成２６年１月２８日(火) 
場	 所	 	 どんどこどん 
参加者	 	 柴田部会長以下１４名 
 

	 	 	 	 ≪福利厚生事業≫ 
・	 厚生制度保険の取扱い 

ａ．経営者大型保障制度等 
	 	 	 	 	 受託会社：大同生命保険株式会社、ＡＩＵ損害保険株式会社 
	 	 ｂ．ビジネスガード保険ほか 
	 	 	 	 	 受託会社：ＡＩＵ損害保険株式会社 
	 	 ｃ．がん・医療保険ほか 
	 	 	 	 	 受託会社：アフラック（アメリカンファミリー生命保険会社） 
 
	 ☆	 当会の主要保険加入状況（平成２６年３月３１日現在） 

○	 経営者大型保険制度 
	 	 	 	 	 加 入 者 数	 	 ６３件 
	 	 	 	 	 加 入 率	 	 １４.５％（県内平均 １８.０％） 
	 	 	 	 	 役員加入率	 	 ６３.６％（県内平均 ４９.３％） 
	 	 	 	 	 新 規 目 標	 	 ２件 
	 	 	 	 	 同 実 績	 	 ０件 
	 	 	 	 	 達 成 率	 	 ０％（県内平均 ５５.５％） 

 
○	 経営者大型保険制度 
	 	 	 	 	 加 入 者 数	 	 １０件 
	 	 	 	 	 加 入 率	 	 ２.３％（県内平均 ３.４％） 

 
○	 がん・医療保険等 
	 	 	 がん保険 

加 入 者 数	 	 ５５件 
	 	 	 	 	 加 入 率	 	 １２.７％（県内平均 １４.３％） 
	 	 	 医療保険 

加 入 者 数	 	 １６件 
	 	 	 	 	 加 入 率	 	 ３.６％  （県内平均 	 ６.３％） 

介護保険 
加 入 者 数	 	 ５件 

	 	 	 	 	 加 入 率	 	 １.１％  （県内平均 	 ０.８％） 
 



 

 
 
 
２．定款及び規約等  

 
（１）定	 	 款 

平成２５年４月１日の公益社団法人移行に伴って、同日より新定款施行。 
 
（２）規 約 等 

〔親	 	 会〕 
① 「支部運営規則」の制定、平成２５年４月１日より施行。 
② 「事務処理規程」「会計処理規程」「文書保存規程」「役職員の慶弔金支給に関	 
する内規」の改正、平成２５年４月１日より実施。	 

③ 	 ｢理事会運営規則｣「部会運営規則」「特定引当金取扱規程」「慶弔規程」「個人
情報取扱要領」「常勤役員の定年に係る内規」「役職員の福利厚生制度に係る

保険加入取扱の内規」「パート職員就業規則」の制定、平成２５年１０月１日

より施行。	 

 「慶弔規程」の制定に伴って、平成２５年９月３０日付で「役員等の慶弔金
等支給に関する内規」を廃止。	 

④ 「事務処理規程」の全面改正、「会計処理規程」「旅費規程」の一部改正、平成
２５年１０月１日より実施。	 

	 

〔青年部会〕 
① 「青年部会会則」の一部改正、平成２５年４月１日より実施。 
② 「会費納入規程」「役職員の慶弔金支給に関する内規」の改正、平成２５年４
月１日より実施。	 

③ 「旅費規程」の全面改正、平成２５年５月２日より実施。	 
「旅費規程」の全面改正に伴って、平成２５年５月１日付で「役員等の費用弁

償に関する内規」を廃止。	 

④ 	 ｢青年部会委員会規程｣を平成２５年５月２日付で廃止。	 
 

〔女性部会〕 
① 「女性部会会則」の一部改正、平成２５年４月１日より実施。 
② 「会費納入規程」「役職員の慶弔金支給に関する内規」「旅費規程」の改正、平
成２５年４月１日より実施。	 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
３．組	 	 	 織  

 
（１）会	 	 員 
 

期首会員数  期中入会

数  
期中退会

数  期末会員数  （期中増減

数）  
	 	  
	  ４５２ 

 
	 	 	 	 ５ 

 
	 	 	 ２５	 

 
	 	  ４３２ 

 
	 	 	 △２０ 
 

 
管内法人数	 	  １,０２８社 
加入法人数	 	 	 	 ４３２社 
加	 入	 率	 	 	 ４２．０％ 

 
     ＜会員の移動に関する事項＞ 
 

支	 部	 名  期	 首  期中増加  移	 動  期中減少  期	 末  

 
中	 央  

 
２９２ 

 
１ 

 
０ 

	 	 	  
１６ 

	  
２７７ 

	  
大	 畑  

 
	 	 ４０ 

 
	 	 	 ０ 

 
	 	 ０ 

 
	 	 	 １ 

 
	 	 ３９ 

	  
北	 通  

 
	 	 ６２ 

 
	 	 	 １ 

 
	 	 ０ 

 
	 	 	 ２ 

 
	 	 ６１ 

	  
西	 通  

 
	 	 ２３ 

 
	 	 	 １ 

 
	 	 ０ 

 
	 	 	 １ 

 
	 	 ２３ 

	  
東	 通  

 
	 	 ３５ 

 
	 	 	 ２ 

 
	 	 ０ 

 
	 	 	 ５ 

 
	 	 ３２ 

	 	  
計  
 

	  
４５２	 	  

	 	  
	 ５  

	 	  
０  

	 	  
２５  

	  
４３２  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
（２）役	 員	 （平成２６年３月３１日現在） 
 
会	 	 長	 １名	 	 	 副会長	 １名	 	 	 専務理事	 １名 

常任理事  ５名    	 理	 事	 ２１名	 	 	 監	 事	 ３名	 	 	 	 計３２名 
 

 
役	 	 職  
 

	  
氏	 	 	 名  

	 	 	  
法	 	 	 人	 	 	 名  

 
 職	 	 名  

会 長 熊	 谷	 國	 治	 	 	 	 	 	 	  株式会社 熊谷建設工業 代表取締役社長 
副 会 長 村	 林	 達	 也 村林電機 株式会社 代表取締役社長 
専務理事	  宮	 川	 佐紀男   
常任理事 杉	 山	 幹	 彦 杉山建設工業 株式会社 代表取締役社長 
々 松	 岡	 茂	 樹 社会福祉法人 三恵会 代表理事理事長 
々 駒 嶺 剛 一	 	 	 	 	 	 	  株式会社 駒嶺商店 代表取締役社長 
々 菊	 池	 	 	 茂 北州産業 株式会社 代表取締役社長 
々 中	 里	 博	 美 有限会社 中里塵芥社 代表取締役社長 

理	 	 事 山	 内	 	 	 隆 山内土木 株式会社 代表取締役社長 
々 前	 田	 恵	 三 株式会社 マエダ 代表取締役会長 
々 木	 村	 正	 勝 株式会社 木村鉄工所 代表取締役社長 
々 南	 谷	 信	 廣 有限会社 みなみや 代表取締役社長 
々 髙	 橋	 	 	 智 株式会社 高橋教材 代表取締役社長 
々 橋	 本	 裕	 一 株式会社 橋本建設工業 代表取締役社長 
々 吉	 原	 朋	 治 協同印刷工業 株式会社 代表取締役社長 
々 石	 橋	 	 	 孝   株式会社 ホンダオートサービス 代表取締役社長 

	 	  々 川	 口	 	 	 毅 	 有限会社 東北船用品むつ店 代表取締役社長 
々 波	 岡	 悦	 郎 株式会社 ナミオカ 代表取締役社長 
々 山	 田	 	 	 伸 株式会社 日本ツアーサービス 代表取締役社長 
々 金	 田	 武	 美 大畑クリーン産業 有限会社 代表取締役社長 

	 	  々 石	 谷	 富士雄 有限会社 石谷住器店 代表取締役社長 
々 山	 元	 正	 孝 株式会社 山元商店 常務取締役 
々 細	 川	 雅	 祐 細川建設 株式会社 代表取締役社長 
々 野	 崎	 徳	 子 野崎建設工業 株式会社 代表取締役社長 
々 佐々木	 	 	 明 有限会社 佐々木鉄筋工業 代表取締役社長 
々 濱	 中	 省	 三 株式会社 浜中土木 代表取締役社長 
々 川	 村	 	 	 寛 株式会社 川村建設 代表取締役社長 
々 柴	 田	 文	 彦 株式会社 柴田組 代表取締役社長 
々 内	 田	 	 	 則 株式会社 東京堂 取締役 

監	  事 山	 形	 博	 利 株式会社 ヒロトーヨー住器 代表取締役社長 
々 吉	 田	 成	 人 有限会社 吉田ベーカリー 代表取締役社長 
々 菅	 原	 偉	 久 有限会社 大畑マツダ 代表取締役社長 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
４．受賞関係  
平成２５年	 ５月３０日(木)	   （公財）全国法人会総連合会長表彰	  

副 会 長	 	 	 	 	 	 村	 林	 達	 也 
理事（前常任理事）  金	 田	 武	 美 

 
平成２５年１１月	 ５日(火)	 	 （一社）東北六県法人会連合会会長表彰	  

副 会 長	 	 	 	 	 	 村	 林	 達	 也 
理事（前常任理事）  金	 田	 武	 美 

 
平成２５年１１月１４日(木)	 	 むつ税務署長納税表彰 

理	 	 事	 	 	 	 	 	 木	 村	 正	 勝 
 

平成２６年	 ３月１１日(火)	  （一社）青森県法人会連合会会長表彰 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  理	 	 事	 	 	 	 	 	 木	 村	 正	 勝 

理	 	 事	 	 	 	 	 	 南	 谷	 信	 廣 
 
 
５．事 務 局	 	 	 	 	 	 	 

・	 専 務 理 事	 	 宮	 川	 佐紀男 
	 	 ・	 パート職員	 	 柳	 谷	 恭	 子 
 
 
６．庶	 	 	 	 務  
	 	 慶弔関係	 	 【慶	 祝	 	 	 ０件】	 	 	 	 【弔	 慰	 	 	 ４件】 
 
 
７．会	 	 	 	 議  
（１）総	 	 会	 	  
平成２５年６月１２日(水)	 第１回定時総会	 むつグリーンホテル 
	 	 ①	 議	 	 事 
	 	 	 	 	 第１号議案	 平成２４年度決算報告承認について 
	 	 	 	 	 第２号議案	 任期満了に伴う役員の改選について 
	 	 ②	 報告事項 

イ．平成２４年度事業報告 
ロ．平成２５年度事業計画	 

ハ．平成２５年度収支予算 
 

（２）理事会等 
＜理	 事	 会＞ 

	 	 〔親	 	 会〕 
	 	 	 	 平成２５年５月１３日(月)	 第１回通常理事会	 はねやホテル 
	 	 	 	 	 ①	 審議事項 

イ．第１回通常総会提出案件、並びに、平成２４年度事業報告及び収支決

算承認についてと、平成２５年度事業計画(案)及び収支予算(案)承認に

ついて	 

ロ．第１回通常総会の日程等について	 



 

	 

	 

	 

	 	 	 	 	 	 ハ．平成２５年度常勤役員報酬承認について	 

	 	 	 	 	 	 	 ニ．諸規程の制定・改正等の承認について	 

	 	 	 	 	 	 	 	 ａ．「支部運営規則」の制定について	 

ｂ．「事務処理規程」の改正について	 

ｃ．「会計処理規程」の改正について 
ｄ．「文書保存規程」の改正について 
ｅ．「役職員の慶弔金支給に関する内規」の改正について 

	 	 	 	 	 	 	 ホ．特定資産(周年事業引当資産)の取崩しについて	 
②	 報告事項	 

イ．公益社団法人への移行について	 

ロ．全国大会(青森大会)における当会の業務内容等について 
	 	 	 	 	 	 ③	 その他 

・	 役員改選及び会長、改選後の筆頭副会長、副会長、専務理事、常任理事に 
関する案について 

 
	 	 	 	 	 平成２５年６月１２日(水)	 第１回臨時理事会	 むつグリーンホテル 

審議事項 
・	 会長、筆頭副会長、副会長、専務理事、常任理事の選定について	 

 
平成２５年９月１２日(木)	 第２回通常理事会	 むつグリーンホテル 

	 	 ①	 審議事項 
イ．「インターネットによるセミナーの配信サービス」を平成２５年度事業

計画の公益目的事業に追加する件について	 

ロ．諸規定の制定及び改正等について	 

	 	 	 	 	 	 	 ａ．｢理事会運営規則｣の制定について	 

	 	 	 	 	 	 	 ｂ．「部会運営規則」の制定について	 

	 	 	 	 	 	 	 ｃ．「特定引当金取扱規程」の制定について	 

	 	 	 	 	 	 	 ｄ．「慶弔規程」の制定について	 

	 	 	 	 	 	 	 ｅ．「個人情報取扱要領」の制定について	 

	 	 	 	 	 	 	 ｆ．「常勤役員の定年に係る内規」の制定について	 

	 	 	 	 	 	 	 ｇ．「役職員の福利厚生制度に係る保険加入取扱の内規」の制定について	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ｈ．「事務処理規程」の全面改正について	 

	 	 	 	 	 	 	 ｉ．「会計処理規程」の一部改正について	 

	 	 	 	 	 	 	 ｊ．「旅費規程」の一部改正について	 

	 	 	 	 	 	 	 ｋ．「役員等の慶弔金等支給に関する内規」の廃止について	 

	 	 	 	 	 	 	 ｌ．「パート職員就業規則」の制定について	 

	 	 	 	 	 	 	 ハ．今年度事業計画の実施状況及び今後の実施予定について 
②	 報告事項	 

・	 全国大会(青森大会)に向けての準備状況について	 

	 

平成２６年 3月	 ７日(金)	 第３回通常理事会	 はねやホテル 
	 	 ①	 報告事項 

イ．平成２５年度事業実施状況について	 

ロ．平成２５年度収支決算予想について	 

	 	 	 	 	 	 	 ハ．代表理事(会長・筆頭副会長)及び業務執行理事(副会長・専務理事)によ
る職務執行状況の報告ついて 



 

 
 
 

② 	 審議事項	 
	 	 	 イ．平成２６年度事業計画(案)について	 

ロ．平成２６年度収支予算(案)について	 

 
＜正副部会長会議＞ 

	 	 	 	 平成２５年５月１日(水)	 第１回正副部会長会議	 はねやホテル 
	 	 	 	 	 議	 	 案 

・	 役員改選に関する事項について	 

出席者	 	 熊谷会長・山本筆頭副会長・村林副会長・宮川専務のほか 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 杉山中央支部長	 

	 

平成２６年２月２４日(月)	 第２回正副部会長会議	 はねやホテル 
	 	 ①	 議	 	 案 

平成２６年度収支予算について	 

②	 報	 	 告	 

	 	 	 	 	 	 平成２５年度収支決算予想について 
出 席 者	 熊谷会長・山本筆頭副会長・村林副会長・宮川専務 

 
＜監	 査	 会＞ 

	 	 〔親	 	 会〕 
平成２５年５月１０日(金)	 むつ商工会議所 ２階 会議室 

	 	 	 	 	 平成２４年度の業務及び会計について監査を受ける 
 
 
８．外部会議等の出席  
	 ＜東北六県連関係＞  
平成２５年１０月１０日(木)	 第３７回事務局職員研修会	  

仙台市	 	 	 宮川専務 
平成２５年１１月	 ５日(火)	 単位会会長懇談会 

仙台市	 	 	 熊谷会長 
平成２５年１１月	 ５日(火)	 運営協議会・法人会功労者表彰式	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

仙台市	 	 	 熊谷会長・村林副会長・宮川専務 
 

	 ＜青森県連関係＞  
平成２５年	 ４月	 ４日(木)全国大会実行部会・部会長会議、全国大会第２回実行委員会 

青森市 山本筆頭副会長(全国大会実行委員・交通部会副部会長) 
柴田青年部会長(全国大会実行委員・交通部会長) 
宮川専務 

平成２５年	 ５月２３日(木)	 第３回全国大会実行委員会	  
青森市	 山本筆頭副会長・柴田青年部会長 

平成２５年	 ５月３０日(木)	 第１回定時総会	 	 	 	 	  
青森市	 	 	 	 熊谷会長・山本筆頭副会長・村林副会長 

宮川専務 
平成２５年	 ６月	 ４日(火)	 第５４回税制・税務委員会	 	 	 	  

青森市	 	 	 	 山本筆頭副会長(県法連税制・税務委員 ) 
 



 

 
 
 

平成２５年	 ６月１０日(月)	 県青連協設立２０周年記念式典	  
青森市	 	 	 	 山本筆頭副会長 

平成２５年	 ６月２５日(火)	 第４回全国大会実行委員会	  
青森市	 	 	 	 柴田青年部会長・宮川専務 

平成２５年	 ８月２１日(水)	 全国大会部会長会議 
青森市	 	 	 	 柴田青年部会長・宮川専務 

平成２５年	 ８月２１日(火)	 第５４回厚生委員会 
青森市	 	 	 	 村林副会長(県法連	 厚生委員) 

平成２５年	 ９月１８日(水)	 正副会長会議	 	 	 	  
青森市	 	 	 	 熊谷会長・山本筆頭副会長・宮川専務 

平成２５年	 ９月１８日(水)	 第５回全国大会実行委員会	 	 	  
青森市	 	 	 	 山本筆頭副会長・柴田青年部会長・ 

宮川専務 
平成２５年１１月２６日(火)	 第２回理事会	 	 	 	 	  

青森市	 	 	 	 熊谷会長・山本筆頭副会長・宮川専務 
平成２５年１１月２９日(金)	 第９５回事務局職員会議 

	 	 青森市浅虫	 	 宮川専務 
平成２５年１２月１６日(月)	 全国大会実行委員会決算報告会 

青森市	 	 	 	 山本筆頭副会長・柴田青年部会長・ 
宮川専務 

平成２６年	 ２月１７日(月)	 第９６回事務局職員会議及び厚生制度連絡協議会 
青森市	 	 	 	 宮川専務・柳谷職員 

平成２６年	 ３月	 ４日(火)	 第５５回厚生事業推進委員会 
青森市	 	 	 	 村林副会長 

平成２６年	 ３月１１日(火)	 第３回正副会長会議 
青森市	 	 	 	 熊谷会長 

平成２６年	 ３月１１日(火)	 第３回理事会及び役職員表彰式 
青森市	 	 	 	 熊谷会長・山本筆頭副会長・村林副会長 

宮川専務 
 
	 ＜下部組織関係＞  
平成２５年	 ５月２８日(火)	 女性部会第１７回通常総会	  

むつグランドホテル	 	 	  熊谷会長・山本筆頭副会長・ 
村林副会長・宮川専務 

平成２５年	 ５月２８日(火)	 青年部会第１９回通常総会	  
むつグランドホテル	 	 	  熊谷会長・山本筆頭副会長・ 

村林副会長・宮川専務 
 

平成２５年	 ６月	 ３日(月)	 東通支部平成２５年度通常総会	  
むつグリーンホテル	 	 	   熊谷会長・宮川専務 

平成２５年	 ６月	 ４日(火)	 北通支部平成２５年度通常総会	  
大間温泉海峡保養センター  熊谷会長・宮川専務 

平成２５年	 ６月１０日(月)	 西通支部平成２５年度通常総会	  
スパウッド観光ホテル	 	   熊谷会長・宮川専務 

平成２５年	 ６月１１日(火)	 大畑支部平成２５年度通常総会	  
おたふく	 	 	 	 	 	 	 	   熊谷会長・宮川専務 



 

 
 
 
＜その他＞  
平成２５年	 ５月１６日(木)	 （公財）日本電子電話ユーザ協会役員会・通常総会	 	 

むつグリーンホテル	 	 	 	 	 柳谷職員	 

平成２５年	 ５月１６日(木)	 （一社）下北地区労働基準協会通常総会	 	 
むつグリーンホテル	 	 	 	 	 	 宮川専務	 

平成２５年	 ７月	 ４日(木)	 税団協	 第１回会長・副会長会議	  
はねやホテル	 	 	 	 	     熊谷会長 

(副会長・運営部会部会長) 
平成２５年	 ７月	 ４日(木)	 税団協	 定例会 

	 はねやホテル	 	 	 	 	     熊谷会長 
山本筆頭副会長 
(理事・運営部会員) 
村林副会長  
 (理事・広報部会員) 

平成２５年	 ９月１０日(火)	 税団協	 第１回運営部会	  
はねやホテル	 	 	 	  	    熊谷会長・山本筆頭副会長 

平成２５年	 ９月１０日(火)	 税団協	 役員会	 	  
はねやホテル	 	 	 	 	     熊谷会長・山本筆頭副会長・ 

村林副会長 
平成２５年１１月	 ７日(木)	 税団協	 第１回広報部会	 	  

むつ商工会議所	 	 	       村林副会長 
平成２５年１１月１４日(木)	 むつ税務署納税表彰式	  

はねやホテル	 	 	 	 	     山本筆頭副会長 
                           (熊谷会長は税団協会長代行

として出席) 
平成２６年	 １月  ６日(月)	 むつ商工会議所主催 平成２６年新年祝賀会	  

むつグランドホテル	 	 	  熊谷会長・宮川専務 
平成２６年	 １月  ９日(木)	 東通村新年交歓会	  

小田野沢漁協漁民センター	 熊谷会長 
平成２６年	 １月  ９日(木)	 田名部商業協同組合 平成２５年新年宴会 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 はねやホテル	 	 	 	 	 	   宮川専務 
平成２６年	 １月１６日(木)	 県総務学事課主催 

「実施報告等に係る提出書類に関する説明会」 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 青森県庁	 	 	 	 	 	 	 	   宮川専務 
平成２６年	 ３月２０日(木)	 「ビジネスガード発足３０周年記念進発式」 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ウェスティンホテル仙台	   村林副会長 
平成２６年	 ３月２８日(金)	 むつ下北青色申告会 平成２６年通常総会 

はねやホテル	 	 	 	 	 	   熊谷会長 
 


